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今号の主な内容▶2面：新型コロナウイルス感染症関連情報・5月6日㈬まで市内公共施設等の休館期間を延長します／4・5面：特集　令和2年度 一般・特別会計予算の概要

Ａ．前立腺がん検診で行われる前立
腺がん特異抗原（ＰＳＡ）検査は、前立
腺がんの早期発見をするうえで有用
な検査です。しかし、死亡率減少効
果の有無を判断する証拠が現状では
不十分であることや過剰診断などの
不利益が多いことから、国の指針で
は自治体で行う検診として推奨され
ていません。自治体によるがん検診
は、がんを早期発見し、適切な治療

を行うことで、がんによる死亡を減
少させることを目的に実施している
ものですが、国の指針には、検診方
法や受診間隔が定められており、指
針に基づくがん検診の実施が推奨さ
れています。このことか
ら、東京都の助言に基づ
き、指針外検診である前
立腺がん検診は令和元年
度をもって廃止しました。

受けていますか？　がん検診
がん検診の受診率向上のため、今年度は次の分野でレベルアップを図ります！

 対市に住民登録のある40歳以上
（昭和56年3月31日以前生まれ）で
胃・肺・大腸がんいずれの検診も
希望し、受診が可能な方。定員合
計260人（応募者多数の場合は抽
選。抽選結果は4月末にお知らせ
予定） 日 場6月6日㈯＝健康センタ
ー（定員90人）、6月～12月（後日
受診機関に要予約）＝複十字病院
（定員170人） 費2,000円（喀

かく

痰
たん

検査
をする場合は2,500円）。50歳以
上（昭和46年3月31日以前生まれ）
の方は無料。世帯全員が住民税非
課税（健康推進課へ申請）、生活
保護世帯、中国残留邦人等支援給
付対象者は、その証明書を提出す
れば費用負担はありません。 内胃
がん検診＝バリウムによるエック
ス線撮影、大腸がん検診＝便潜血
反応検査、肺がん検診＝肺のエッ
クス線撮影、 喀痰検査＝50歳以上
（昭和46年3月31日以前生まれ）
で、喫煙指数（1日の喫煙本数×
喫煙年数）が600以

胃・肺・大腸がんセット検診の申し込み

【はがき記入例】
令和2年度

セット検診申込み
１．住所
2．氏名（ふりがな）
３．生年月日
４．電話番号
５．喀痰検査の該当有無
６．受診希望場所
①第１希望
②第2希望
③どちらでも可

裏

上の方（現在は喫煙
していない方も含む）
 申 問4月15日～17日（消印有効）
に電子申請またははがき（63円切
手貼付）で健康推進課健康推進係
☎042-497-2075へ
※窓口・電話での申込みはできま
せん。
※検診の日時は、変更になる可能
性があります。

〒204-8511
清瀬市健康福祉部健康推進課　行
※個別郵便番号のため住所は不要。

送付先

詳しくは
こちら

定　員
合　計

人260

63円切手を
忘れずに！

　いまや2人に1人はがんになる時代と言われています。ご自身の健
康状態を知り、健康管理に生かすため、職場などで検診機会のない方
は、ぜひがん検診にお申込みください。
 問健康推進課健康推進係☎042-497-2075

①胃・肺・大腸がんセット検診の会場を追加し、受診枠がこれまでの約3倍になります。
②肺がん検診にオプションで大腸がん検診を行えるようになります（詳しくは市報5月1日号でお知らせ予定）。
③子宮頸がん検診の委託先に公立昭和病院を追加します（詳しくは市報5月15日号でお知らせ予定）。

レベル
アップ！

Ｑ．昨年までの前立腺がん検診は推奨されていなかったの？

Ａ．がん検診は2つの種類に分かれています。
　市が行っている対策型検診では対
象集団全体の死亡率を下げることを
目的としています。また、人間ドッ

クで行っているがん検診は個人の死
亡リスクを下げることを目的にして
いるなどの違いがあります。

Ｑ．人間ドックで行うがん検診と何が違うの？

Ａ．市では国が推奨する５つのがん検診を実施しています。
　多くのがんを見つけられる検診が
必ずしもよい検診、というわけでは
ありません。
　国が推奨する検診は、受診間隔や
対象年齢を守って定期的に受診すれ
ば、死亡の可能性が減少するといっ

たがん検診のメリット
が、デメリットを上回
ることが科学的に証明されているも
のです。そのため、市では国が推奨
していない前立腺がん検診を令和2
年度より廃止しています。

種類 検査方法 推奨間隔 対象年齢 市報掲載予定

肺がん検診
質問、胸部エックス線検査、
喀痰細胞診（50歳以上で喫煙
指数600以上の方） 1年に1回 40歳以上

・10月1日号
・1月15日号

胃がん検診 問診、胃部エックス線検査 ・5月1日号
・7月15日号
・9月1日号大腸がん検診 問診、便潜血検査

乳がん検診 問診、マンモグラフィ（乳房エ
ックス線検査） 2年に1回 40歳以上の女性 ・5月15日号

・9月1日号子宮がん検診 問診、視診、内診、細胞診 20歳以上の女性

Ｑ．すべてのがんに対する検診をしているの？

Ａ．がん検診にもメリットとデメリットがあります。
　がんの早期発見・早期治療による
死亡率減少効果や、がん検診で「異
常なし」と判定された場合、安心を
得られるといったメリットに対し、
次のようなデメリットもあります。
①がん検診でがんが1００％見つかる

わけではありません。
どんなに優れた検査でも「絶対」

はあり得ません。やむを得ずがんを
見逃してしまうことがあります。
②結果的に不要な治療や検査を招く

ことがあります。
がんでないのに「がんの疑い」と

判定されてしまったり、
健康や生命に影響しな
い微小ながんを見つけてしまうこと
により、余分な精密検査を受けるこ
となどによる身体的・心理的な負担
がかかってしまうことがあります。
③偶発症のリスクがあります。
検査によっては、放射線被ばくや
出血、穿孔（胃壁などに穴が開くこ
と）などの偶発症が起こる場合があ
ります。
　これらのことを理解したうえで、
がん検診を受診しましょう。

Ｑ．がん検診にもメリットとデメリットがあるの？
　皆さん、「乳がん年齢」をご存じですか？
　日本人の年齢別乳がん罹

り か ん

患率ではピークが40～44歳代と
60歳過ぎにあります。欧米では、高齢になるほど乳がんの
罹患率が高くなりますが、日本人は比較的若い方が「乳がん」
になるのが特徴です。女性として社会的、家庭的にも大切な
時期にがんに罹患してしまうことを意味しており、40歳～
50歳代が「乳がん年齢」と言われています。
　乳がんステージⅠの5年生存率（全がん協：2004～2007年
症例）は99％で早期に治療を行えば、命に影響しないことが
分かっています。そのためには、乳がんを「早期に見つける」
ことが重要です。「早期に見つける」ということは症状が出
たらすぐに病院に行くことではありません。症状の出る前に
「検診」を受けることです。皆さん、40歳から定期的に乳が
ん検診を受けましょう。

【乳がんのポイント】
1．乳がんの罹患率は近年急速に上昇している（日本人女性
　  の11人に1人が乳がんにかかる）
２．「乳がん年齢」は、社会的にも家庭的にも重要な時期でも
　  ある
3．乳がんになって乳がんで亡くなる人は5人に1人である

複十字病院
乳腺センター長　武田泰隆

乳がん検診を受けに行こう！

Pink
Ribbon
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◆東京都緊急事態措置相談センター
　東京都では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備える改正特別
措置法に定める要請・指示等の措置に対する都民の方や事業者の方の疑
問・不安に対応するため、新たにコールセンターを設置しました。
【午前9時～午後7時（土・日曜日、祝日含む）】
東京都緊急事態措置相談センター
☎03-5388-0567
※新型コロナウイルス感染症の予防・検査・医療に関する相談について
は、これまでどおり東京都新型コロナコールセンターで受け付けます。
◆新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談窓口（東京都コロナ
　コールセンター）
【午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日含む）】
▶多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）での相談
　☎0570-550571
▶聴覚障害のある方などからの相談
　Ｆ03-5388-1396
◆新型コロナ受診相談窓口
【平日午前9時～午後5時】
多摩小平保健所
☎042-450-3111
【平日午後5時～翌午前9時と土・日曜日、祝日の終日】
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎03-5320-4592

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
各 種 問 い 合 わ せ 先

　電話番号のかけ間違いが多く発生しています。おかけになる前に
今一度電話番号の確認をお願いします。

家族に新型コロナウイルス感染症感染
の 疑 い が あ る 方 が い る 場 合 に
家庭で注意いただきたい8つのポイント
①部屋を分けましょう。
②感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
③マスクをつけましょう。
④こまめに手を洗いましょう。
⑤換気をしましょう。
⑥手で触れる共用部分を消毒しましょう。
⑦汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
⑧ゴミは密閉して捨てましょう。
　感染の疑いがある方は外出を控えてください。また、家族、同居して
いる方も体温を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は控え、特に
熱や咳などの症状があるときには、職場などに行かないでください。

5月6日㈬まで市内公共施設等の休館期間を延長します

施設名 問合せ 備考
健康センター

042-492-5111
土・日曜日、祝日のみ休館。

健康増進室 5月6日以降も当分の間休館。

生涯学習センター 042-495-7001 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日、祝日は終日休館。
男女共同参画センター 042-495-7002 交流コーナーも利用不可。相談は実施。

郷土博物館 042-493-8585 入金等の窓口業務は実施。月曜日、5月3日㈰～6日㈬は終日休館。
児童センター（中央児童
館） 042-495-7700

子ども家庭支援センターは通常どおり
開所。

野塩・下宿児童館

消費生活センター 042-495-6211 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日、祝日は終日休館。

松山地域市民センター 042-491-5153 出張所は通常業務。土・日曜日、祝
日は終日休館。

野塩地域市民センター 042-493-4014 出張所は通常業務。5月4日㈪は終日休館。
下宿地域市民センター
（広場・体育館含む） 042-493-4033

入金等の窓口業務は午前9時～午後8
時で実施。

スポーツ施設 サッカー場、野球場、テニスコート
竹丘地域市民センター 042-495-5100

（コミュニティプ
ラザひまわり）

中里地域市民センター
中清戸地域市民センター
中央図書館 042-493-4326 インターネット・電話による予約、予

約資料の貸し出し及び返却業務のみ実
施。利用時間は月曜日を除く午前10時
～午後5時。

駅前図書館 042-492-8751
野塩図書館 042-493-4086
元町こども図書館 042-495-8666
下宿図書館 042-495-5432
竹丘図書館 042-495-1555
コミュニティプラザひま
わり（広場・テニスコート
含む）

042-495-5100
入金等の窓口業務は、午前8時30分～
午後7時（土・日曜日、祝日は午後4時
30分まで）で実施。

清瀬けやきホール 042-493-4011 入金などの窓口業務は午前9時～午後5時で実施。
松山・竹丘集会所 042-495-5100
老人いこいの家 042-497-2081
きよせ・ボランティア市
民活動センター 042-491-9027 相談などの窓口業務は午前9時～午後5時で実施。

　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、市内公共施設
等の休館期間を5月6日㈬まで延長
します。屋外のスポーツ施設の利
用も中止です（4月3日現在）。

　使用料の還付など、詳しくは各
施設へお問い合わせください。最
新情報については、市ホ
ームぺージをご覧くださ
い。

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策
～ 妊 婦 の 方 へ ～
　現時点では、妊娠後期での感染については、経過や重症度は妊娠して
いない方と変わらないとされています。胎児のウイルス感染症例が海外
で報告されていますが、胎児の異常などの報告はありません。
●日ごろの感染予防
　一般的に、妊婦が肺炎にかかった場合には、重症化する可能性があり
ます。人混みを避け、こまめに手を洗うなどの感染予防対策を行い、健
康管理の徹底をお願いします。
●妊婦健診の受診について
　新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した方、家族に感染疑いがある
方がいる場合は、別室で過ごすなど接触を避け、妊婦健診前に、かかり
つけ産科医療機関に電話でご相談ください。

～かかりつけ医をお持ちの方へ～
　かかりつけ医をお持ちの方で、下記の症状がある場合には、直接来院
せずに、まずはかかりつけ医に電話で受診のタイミングや家庭での過ご
し方等について相談してください。

※医療機関や薬局の受け付け時間などが変更になっている可能性があり
ますので、事前にご確認ください。

・「風邪のような症状」や「37.5℃以上の発熱」がある方
・「強いだるさや息苦しさ」がある方
・不安に思う方

緊急事態宣言が発令されました
不要不急の外出を控えてください

　東京都を含む7都府県に緊急事態宣言が発令されました。市民の皆
様におかれましては、不要不急の外出を控えるとともに、
常に正確な情報を確認し、冷静な対応をお願いします。
　市の対応などは二次元コードから確認できます。

都 民 の 皆 様 へ

S
ス テ イ

TAY H
ホ ー ム

OME
自分を守るため、大切な人を守るため、そして社会を守るため

▶食料品や医薬品などの生活必需品を購入するための外出
　は制限しません。
▶公共交通機関の運休などは要請しません。性急な帰省な
　どの移動はお控えください。
▶テレワークを活用するなど、可能な限り在宅勤務をお願
　いします。

密NO!!3

密閉

密集 密接

　やむを得ず外出する際には、行列
を作らないなど、人と人との間隔を
約2㍍確保するようお願いします。

2㍍ 2㍍

参考：令和2年4月6日東京都知事記者会見資料より作成

ファクスによる相談の相
談票など詳しくは、東京
都福祉保健局のホームペ
ージをご覧ください。
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清瀬市長

　市民の皆さまへ
　新型コロナウイルスの感染拡大
で世界中が苦悩しています。
　都内には緊急事態宣言が発令さ
れ、緊迫の度合いが増しています。
　現下の状況と同様に江戸時代、
下宿地域で疫病が流行った時、村
人が円通寺の観音様に「助けてくだ
さい」とお願いしたところ、「私が病
魔から村人を守ります」と観音様の
陰から大蛇が現れ、疫病から村人
を救ったというお話があります。こ
れをもとに、以後200年近く、約16
㍍の大蛇をまつる「ふせぎ」行事が
続いていて、東京都の無形民俗文
化財に指定されています。きっと清
瀬の伝統「ふせぎ」の愛の力が、市
民の皆さんを守ってくれるでしょう。
　このようなことから、20世紀の
100年間で、日本人が約665万人亡
くなり、亡国病といわれた結核と、
日本を代表して清瀬がたたかったの
だと思います。
　今でも日本ビーシージー製造株
式会社が、毎年5千万人分のワクチ
ンを世界に送り、結核の撲滅に貢
献しています。
　国外では、世界各国の新型コロ
ナウイルスの感染拡大状況がそれ
ぞれ違うことから、幼少期のBCGワ
クチン接種の有無が影響しているの
ではないかとの説もあるようです。
　自分にとって大切な人を守るため
にも、もうこれ以上感染を広げては

いけません。さらなる感染拡大を防
ぐために、まずは、必要な時以外の
外出を避けるよう、市民の皆さんに
お願いいたします。そして、デマに
惑わされず、常に正確な情報を確
認して、冷静な対応を心がけてくだ
さい。

（評）春の季節を実感するときは新しい学年を迎えます。木々は芽吹き、花が
咲き乱れ、時は止まることなく進んでいますが、身の回りに変化が少ない
とつい見落としてしまいがちです。後悔しないよう時を使ってください。

春が来る知らず知らずに時進む� 清中2年　髙橋健

にゅうがくしききんちょうするけど楽しみだ�� 八小３年　三本木響
（評）ことしの一年生をむかえた入学式のことと、３年まえに新入生としてこ
の学校へ入った時のこととのふたとおりの読みかたができます。だれで
もみんなきんちょうするのですが、きみには少しゆとりもありますね。

はのうえにみずたまブローチてんとうむし�� 七小４年　木村くれあ
（評）赤や黄色や黒のはねに星のようなもようをつけたてんとう虫は、野菜
などにつく虫を食べてくれるので、人にはいいこんちゅうです。近づい
てよく見ると、いくつかの水玉が胸につけるかざりのようでした。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・永井潮
※�今回の俳句は「第11回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬

令和２年度
「清瀬市子育て・キラリ・クーポン券と商品券」

申込みを受け付けています
　令和2年度も市内在住の未就
学児を持つ保護者の方に、市内
のいろいろな子育てサービスに
ご利用いただける6,000円分の
「清瀬市子育て・キラリ・クー
ポン券」を発行する他、市内商
店などで商品購入にご利用いた
だける4,000円分の「清瀬市子
育て・キラリ・商品券」を発行
します。クーポン券と商品券で
発行条件・使用条件が異なりま
すのでご注意ください。
 対 期 申下表参照

【使用できるサービス】「清瀬市
子育て・キラリ・クーポン券」
＝市内の子育てサービス、「清
瀬市子育て・キラリ・商品券」
＝市内約240の取扱店 問子ども

清瀬市子育て・キラリ・クーポン券 清瀬市子育て・キラリ・商品券

金額 6,000円分 4,000円分

対象 市内在住の未就学児を持つ保護者（所得制限なし）

申請期限 令和３年３月３1日㈬ （電子申請は令
和３年2月2８日㈰まで受け付け） 令和３年2月2８日㈰

申請方法

市ホームページからの電子申請または、申請書（子育て支援課、子ども
家庭支援センター、NPO法人ウイズアイ事務所、NPO法人子育てネッ
トワークピッコロ事務所、NPO法人清瀬こども劇場、市内各つどいの
広場などで配布。市ホームページからもダウンロード可）に必要事項を
記入し、子どもの氏名・住所と生年月日がわかる資料（乳児医療証など）
を添えて（郵送は写しを同封、電子申請は写真を添付）、直接窓口・郵
送で〒204-0012中清戸３―2３5ー5 子ども家庭支援センターへ
※一度で商品券とクーポン券の申請ができます。
※申請後、クーポンは随時、商品券は5月以降に順次お渡しします。

有効期限 令和３年３月３1日㈬ 令和３年2月2８日㈰

家庭支援センター☎042-495-
7701
※いずれも対象のサービス・店舗
について詳しくは市ホームページ
へ。
※商品券はクーポン券同様に子育
てサービスに利用することができ
ます（クーポン券を商品券として
利用することはできません）。
※クーポン券と商品券で有効期限
が異なりますので、ご注意くださ
い。
※スマートフォンからの電子申請
が可能になり次
第、市ホームペ
ージなどでお知
らせします。

クレア市営駐車場をご利用ください！

タイムズカーシェ
アリングのホーム
ページ

タ
イ
ム
ズ
ク

ラ
ブ
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

　24時間営業のクレア市営駐車場では「パーク＆ライド」と「カーシェ
アリング」の2つのサービスを実施しています。ぜひ、ご利用ください。
 問道路交通課交通安全係☎042-497-2096
◆パーク＆ライド
　駐車場事業者と鉄道事業者によるサービスです。クレア市営駐車場
に駐車して電車で出掛けることで、駐車料金が割り引きされます。

◆カーシェアリング
　必要なときにパソコンやスマートフォンから車を予約し、クレア市

① スポーツクラブで入会を断られている 人

 ②車いすの利用を理由に入店断られる 人

③車いすの 人を電車に乗せる駅員

④子どもに棚の上を取ってあげる大人 

⑤車いすの人 に棚上もを取ってあげる

 ⑩絵や字を用いてコミュニケーション図る

⑪手話のこんにちは ⑫手話のありがとう

⑬交通系 IC カードを持って電車に乗る

⑭交通系 IC カードで駐車場の清算をする人

⑮スマートフォンを操る人

⑯会員カードを機械にかざす手

⑰止めてある車

⑱クレジットカードから飛んで行くお金

⑥サングラスをしている人

 ⑦駅で迷っている人

⑧点字ブロックの上に自転車 

⑨専門用語をまくしたてる人 と困る人 

① スポーツクラブで入会を断られている 人

 ②車いすの利用を理由に入店断られる 人

③車いすの 人を電車に乗せる駅員

④子どもに棚の上を取ってあげる大人 

⑤車いすの人 に棚上もを取ってあげる

 ⑩絵や字を用いてコミュニケーション図る

⑪手話のこんにちは ⑫手話のありがとう

⑬交通系 IC カードを持って電車に乗る

⑭交通系 IC カードで駐車場の清算をする人

⑮スマートフォンを操る人

⑯会員カードを機械にかざす手

⑰止めてある車

⑱クレジットカードから飛んで行くお金

⑥サングラスをしている人

 ⑦駅で迷っている人

⑧点字ブロックの上に自転車 

⑨専門用語をまくしたてる人 と困る人 

②①

　クレア市営駐車場に車を止めて、交
通系ICカードを使用して、清瀬駅から
電車でお出掛け。

　出庫時に交通系ICカードで精算。
清瀬駅の降車履歴が確認され、駐車
料金が100円割り引きされます（最
大料金適用時のみ）。

営駐車場から車を利用できるサービスです。車の解錠・
施錠は会員カードで行うことができます（15分220円～、
ガソリン代込み）。会員登録（有料）や使用の方法など詳
しくはタイムズカーシェアリングのホームぺージへ。
 問タイムズ24株式会社☎0120-20-50３7

 問クレア市営駐車場（駐車料金等）
は市ホームページへ。パーク＆ライ
ドサービスについて詳しくはタイム
ズクラブ☎0120-３9-8924へ

　市制施行50周年を記念して「清
瀬への感謝の思いが込められた」
オリジナルなエピソードを募集し
ます。ぜひ、ご応募ください。

【My Kan Sha 50（マイ・カン・シ
ャ・50）とは】明治薬科大学（Meiji�
Yakka）・国立看護大学校（Ｋaｎｇｏ）
・日本社会事業大学（Shakaijiｇyｏu）
の頭文字と市制施行50周年をあ
わせた名称

【応募資格・作品数】清瀬への感
謝の思いを持つすべての方。複数
応募可（入選は1人1作品）

【募集内容】作品のタイトル、「清
瀬への感謝の思いが込められた」
オリジナルなエピソード（50文字
以内）、その�背景（200文字以内）
�【応募期間】7月15日（必着）午後5

時まで
【応募方法】市ホームページ内に
ある応募フォームまたは所定の応
募用紙（市ホームページからもダ
ウンロード可）に必要事項を記入
し、郵送で「My�Ｋaｎ�Sha�50～マイ
・カン・シャ・50～私なりの感謝」
実行委員会事務局（企画課企画調
整担当）へ 問「My�Ｋaｎ�Sha�50～マ
イ・カン・シャ・50
～私なりの感謝」実行
委員会事務局（企画課
企画調整担当）☎042-
497-1802

詳しくはこ
ちら

清瀬市大学連携推進協議会　清瀬市市制施行50周年記念連携事業

「清瀬への感謝の思いが込められた」
オリジナルエピソードを募集します!

～マイ・カン・シャ・50～

My Kan Sha 50      私なりの感謝
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一般・特別会計予算の概要
令和２年度

　清瀬市の令和2年度予算は、台風などの自然災害対策、
低所得者への支援や子育て世代への支援をはじめとする
福祉施策の充実、老朽化した公共施設の改修など、さま
ざまな行政課題に積極的に対応する予算となっていま
す。
　しかし、こうした多額の財政需要に対しては、市税や
地方交付税のほか、地方消費税交付金の増額が見込まれ
るものの、財政調整基金による繰り入れで対応せざるを
得ないなど、財政状況は依然として厳しいものとなって
います。以下に、令和2年度予算の概要をお知らせしま
す。なお、予算編成の基本方針については、市ホームペ
ージからご覧いただけますので、
そちらもご参照ください。
問財政課財政係☎042-497-1810

◆�市税は、税制改正による法人税割の税率引下げにより法人市民税の減
収が見込まれるものの、個人市民税の増収が見込まれるため、全体で
は前年度よりも1億1,678万円増額の95億7,432万円となっています。

◆�国庫支出金は、小学校校舎大規模改造工事に係る経費が減額となりま
したが、都市計画街路事業の増額や幼児教育・保育無償化に係る経費
の増額などにより、前年度比3.2％増の62億6,505万円となっていま
す。
◆都支出金は、幼児教育・保育無償化に係る経費の増額やコミュニティ
　ハウス事業の皆増などにより前年度比8.5％増の53億515万円となっ
　ています。
◆�地方交付税は、国の予算額が2.5％（4,073億円）の増額となったこと
や令和元年度の交付額を参考に40億6,000万円と見込んでいます。
◆�繰入金は、新庁舎建設事業などに伴う公共施設整備基金の繰り入れに
より、前年度比70.8％増の20億33万円となっています。

◆�民生費は、自立支援給付費の増や幼児教育・保育無償化に係る経費の
増により、前年度よりも2�億6,731万円の増額となっています。

◆�総務費は、新庁舎建設事業の増により、前年度よりも19億4,776万円
の大幅な増額となっています。
◆�教育費は、下宿地域市民センター耐震改修工事の皆増などにより、前
年度よりも2億1,514万円の増額となっています。

◆�衛生費は、戸別収集やかん収集業務の委託化の皆増などにより、前年
度よりも8,185万円の増額となっています。
◆�土木費は、都市計画街路事業の増や区画整理事業の皆増などにより、
前年度よりも4億5,025万円の増額となっています。

◆�農林業費は、都市農業活性化支援事業の皆増により、前年度よりも
1,290万円の増額となっています。

◆�商工費は、プレミアム付商品券事業の皆減により前年度よりも7,377
万円の減額となっています。

区　分 令和2年度 令和元年度 増減率
一般会計 337億円 307億6,300万円 9.5%

168億3,400万円 166億4,400万円 1.1%
国民健康保険事業 80億600万円 80億5,700万円 －0.6%
駐車場事業 7,900万円 7,900万円 0.0%
介護保険 66億9,400万円 65億1,800万円 2.7%
後期高齢者医療 20億5,500万円 19億9,000万円 3.3%

合　計 505億3,400万円 474億700万円 6.6%

特別会計

区　分 令和2年度 令和元年度 増減率

収益的収支 収入 11億9,535万円 11億5,406万円 3.6%
支出 11億3,137万円 11億1,460万円 1.5%

資本的収支 収入 2億1,768万円 1億7,555万円 24.0%
支出 5億4,760万円 5億1,472万円 6.4%

下水道事業会計

各 会 計 別 予 算 額
●一般会計とは…福祉、教育、
道路整備などの基本的な行政
サービスを行うための会計の
ことです。
●特別会計とは…特定の目的
のための会計で、清瀬市は地
方公営企業法を適用している
下水道事業会計を含め、5つ
の特別会計があります。

一般会計337億円の内訳

歳入 歳出 民生費 50.3%
169億6,570万円

市税 28.4%
95億7,432万円
市民税・固定資産税・
軽自動車税・市たば
こ税など

高齢者・障害者福祉
や子育て支援など

国・都支出金34.3%
115億 7,021万円
国や都からの負担金、補助
金、委託金

地方交付税 12.1%
40億6,000万円
国からの調整財源

市債 9.8%
32億9,300万円
金融機関などからの借入金

地方消費税交付金 4.8%
16億2,900万円
消費税のうち市への配分金繰入金 5.9%

20億33万円
基金の繰り入れなど

総務費 19.3%
65億2,015万円
市役所の運営など

教育費 9.4%
31億5,719万円
小・中学校教育、生涯
学習・スポーツなど

公債費 5.8%
19億4,991万円
市債の返済

衛生費 5.5%

土木費 5.2%

その他1.5%

消防費 3.0%

18億3,893万円

17億5,640万円

5億1,357万円

9億9,816万円

健康づくり、ごみの処理など

道路・公園の
整備など

議会費、農林業
費など

防災対策事業など

歳入の状況 歳出の状況

市民一人当たりに置き換えた歳出額 人口74,636 人（令和 2年 1月 1日現在）

民生費

227,313 円 

総務費

87,359 円 

教育費

42,301 円 

公債費

26,126 円 

衛生費

24,639 円 

土木費

23,533 円 

その他

20,254 円 

一人当たり合計

451,525 円

その他 4.7%
15億7,314万円
使用料及び手数料
諸収入・財産収入など

※各数値は端数処理の関
係上、合計と一致しない
場合があります。

予算のポイント

安全でうるおいのある暮らしができるまち

子どもたちを健やかに育むまち
◇任意予防接種事業
　インフルエンザ予防接種費助成について、対象者を
中学生以下のすべての子どもに拡充します（1回に付き
2,000円助成）。風しん抗体検査について、41歳～58歳
の男性に実施します。

◇中学校体育館空調設備整備実施設計・工事
◇小学校体育館空調設備整備実施設計
　児童生徒へ熱中症対策と災害発生に伴う避難所としての役割を充実させ
るため、市内小・中学校全校の体育館へ空調設備を整備します（小学校体
育館空調設備整備工事は令和3年度に実施予定）。

1 億6,300万円

1,600万円

　自動車のペダルの踏み間違いなどによる急加速を抑制する装置を高齢者
が新たに購入、設置した場合の経費の一部を補助します。

◇高齢者安全運転支援装置補助金の創設 100万円

2,631万円

◇清瀬駅南口地域児童館整備基本計画策定
　これまで実施した市民意見交換会等の結果を踏まえ、今後はさらに市民
会議や市民ワークショップ等を開催しながら、当該複合施設の基本計画を
令和3年度にかけて1,500万円で策定します。

◇子育てクーポン事業
　幼稚園や保育園の給食費に利用できるよう拡充します。

2,323万円

◇コミュニティハウス事業
　学校を拠点とした持続可能な地域づくりを推進するため、
東京都と連携し、清瀬中学校の敷地内に地域交流拠点（コミュ
ニティハウス）を設置します。令和2年度は拠点を整備します。

9,000万円

都市格が高いまち
◇市制施行50周年記念事業 694万円

　記念式典、市内3大学連携事業、3市（清瀬市・東久留
米市・西東京市）周年連携事業などを行います。

◇市公式ホームページのリニューアル
　10月の公開に向けて、リニューアル作業を進めています。

2,399万円

◇公共施設再編計画（地域レベル編）策定 1,200万円

詳しくはこちら

◇下宿地域市民センター耐震改修工事 5 億2,000万円

◇防災ハザードマップの更新
220万円

現在の防災ハザードマップ

◇公共施設個別施設計画策定 700万円

健幸でともに支え合うまち

◇健幸ポイント事業 1,638万円

　市内在住の20歳以上、定員1,000人を対象に実施しま
す。また、市内飲食店等による株式会社タニタ監修メニ
ューの提供も開始します。

◇受動喫煙防止対策として禁煙治療費助成
　受動喫煙防止への取り組みの一環として、市内在住の
20歳以上の方を対象に、保険が適用される禁煙外来の
治療費を助成します（上限1万円）。 20万円

◇がん検診推進事業
　これまでは55歳以上の各種がん検診について、自己負担を免除して実
施していましたが、その対象を50歳以上に拡充します。また、胃・大腸
・肺の各がん検診を同時に受診できるセット検診の定員を拡充します。

3,107万円

◇（仮称）野塩集会施設建設工事実施設計
　高齢者を含めた地域住民が幅広く利用できる施設の設計を行います。

300万円

◇生活困窮者自立支援事業 6,387万円

豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち

◇「（仮称）花のある公園」整備に向けた取り組み 1,350万円

　公園整備設計やプレパーク事業等を実施します。

◇ニンニンスクラッチ事業
　商店街をはじめとする地域の活性化を目的に清瀬商工会と連携し、「き
よせニンニンスクラッチ事業」を行います。

600万円

コスモスの種まき（昨年）

◇ごみ分別マニュアル作成
313万円

現
在
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

◇柳瀬川右岸5号雨水幹線整備に伴う設計業務 4,800万円

◇都市計画街路事業（東3・4・17号線） 4 億8,205万円

1,022万円◇市道0103号線バス停待避所整備

800万円◇ペデストリアンデッキ補修工事実施設計

◇街路灯LED化工事 3,000万円

　令和2～4年度の3か年計画で全1,400基をLED
化します。

◇英語指導助手（ALT）の拡充
　小学3～6年生において、5時間拡充します。

1,600万円

新庁舎建設に向けた取り組み
◇新庁舎建設工事
◇工事監理業務
◇工事管理支援業務
　令和3年5月の新庁舎開設に向け、第1期建設工事を行います。

30 億2,800万円

2,770万円

900万円 令和2年3月30日撮影

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。
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【市民伝言板利用案内】●6月１日号掲載希望の「催し物」の原稿は、4月15日午前8時
30分から5月１日までの間に受け付け。先着25枠。9月15日号掲載希望の「サークル仲
間募集」の原稿は8月17日まで受け付け。
◦利用案内は、市ホームページまたは秘書広報課で配布しています。必ずご確認くださ
い。
問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808 Ｆ042-491-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

第41回さわらび絵画展▶静物風景人
物心象等を個性豊かに表現した見ごた
えのある絵画展です。5月10日～17日
10時～17時（初日は13時から、最終

日は16時まで。11日休館）、無料、郷
土博物館、さわらび会・高橋☎042-
427-1244

国勢調査員
　国勢調査は、日本に住むすべての
方と世帯を対象とする、国の最も重
要な統計調査です。調査結果は少子
高齢化や防災、地域活性化などさま
ざまな分野の施策に活用されます。
　清瀬市の未来のため、調査員とし
てご協力いただける方を募集しま
す。 対8月時点で20歳以上の健康な
方（学生も可）・責任をもって調査
に従事できる方・警察、選挙に直接
関係のない方・暴力団もしくは暴力
団員、反社会勢力と関係を有しない
方・退任後も含め、調査で知り得た
秘密を守れる方【活動期間】8月24日
㈪から10月下旬ごろ【報酬】2調査区
担当で70,000円程度（報酬額は調査
区の世帯数により増減します） 

で介護予防・認知症予防・仲間作り
を目指しましょう。どなたでも参加
できます。 日6月6日㈯午前10時～
午後4時30分 場三恵病院（東村山市
青葉町三丁目） 費無料（受講料は市
が負担） 申 問5月15日までに直接窓
口または電話で地域包括ケア推進課
地域包括支援センター☎042-497-
2082へ

リハビリテーション 
（機能訓練事業）利用者

　病院でのリハビリ終了後、主体的
な地域生活・社会参加・復職のため
に継続的なリハビリが必要な方へ、
理学療法士が個別にプログラム作成
し、機能訓練（リハビリ）を行いま
す。 対おもに身体障害者。申請に
より自治体から発行される受給者証
をお持ちの方。定員に空きがあれば
市外の方も利用可 問障害者福祉セ
ンター・赤池☎042-495-5511

市営駐輪場定期利用者
　清瀬駅北口第2・第3駐輪場、秋
津駅南口・北口駐輪場の定期利用を
現地受け付けします。管理人常駐時
間は平日午前6時30分～10時30分と
午後2時30分～6時30分、バイクは
125ｃｃまで可（清瀬駅北口第2駐輪場
は平日午前6時30分～午後6時30分、
土・日曜日、祝日は午前11時30分
まで常駐、バイクは50ｃｃまで） 費自
転車は一般＝6か月7,200円・1年
14,000円、学生＝6か月5,000円・1
年10,000円。バイクは一般・学生
とも6か月12,000円・1年24,000円
（障害者手帳をお持ちの方は自転車
のみ半額） 持利用料金、割引の適用
を受ける方は学生証もしくは障害者
手帳 問シルバー人材センター☎
042-494-0903

申 問4月30日㈭（土・日曜日、祝日
を除く）までに市役所本庁舎、健康
センター、中央・駅前図書館、郷土
博物館、生涯学習スポーツ課、各地
域市民センター、コミュニティプラ
ザひまわり、清瀬けやきホール、文
書法制課統計係で配布する申込書
（市ホームページからもダウンロー
ド可）に必要事項を記入のうえ、直
接文書法制課統計係☎042-497-
2032へ（郵送不可）

ふまねっとサポーター 
養成講習会参加者

　安全で楽しく効果的なふまねっと
運動の指導法を学び、地域の皆さん

曜日午前10時～正午 場きよせボラ
ンティア・市民活動センター
 申 問NPO法人ウイズアイ☎042-452-
9765 Ｍinfo@with-ai.netへ

令和２年２月生まれの 
新米ママと赤ちゃんの会

 　初めての子育てで困ったこと、
こんな時どうする？
などを皆でお話しし
ましょう！　4回連
続の仲間作りの講座
です。 
日5月12日・19日・
26日、6月2日 の火

　7月5日㈰に執行される、東京
都知事選挙の期日前投票所におけ
る投票立会人を募集します。 
対清瀬市の選挙人名簿に登録され
ている、満18歳～満29歳までの
方（6月19日現在）
【職務内容】期日前投票日におい
て、投票が公正に行われるよう立
ち会います【報酬】日額12,866円
（源泉徴収後の金額） 場 期健康セ
ンター＝6月19日㈮～7月4日㈯ま
でのいずれかの日の午前8時15分
～午後8時15分（休憩あり）、生涯
学習センター＝6月30日㈫～7月3
日㈮までのいずれかの日の午前9

時15分～午後9時15分（休憩あり） 
申 問4月30日までの平日午前9時
から午後5時までに、選挙管理委
員会事務局にある応募用紙（市ホ
ームページからもダウンロード
可。下記二次元コード参照）に必
要事項を記入し、直接選挙管理委
員会事務局☎042-497-2561へ
※昼食・夕食は各自でご用意くだ
さい。また、交通費の支給はあり
ません。

投票立会人になってみませんか？

若年層（18歳～20歳代）の期日前投票立会人

詳しくは
こちら

消火栓・防火水槽や消防水利の 
標識付近への駐車はやめましょう
　道路交通法では、消火栓・防火水
槽や消防水利や水利標識の周囲（5
㍍以内）への駐車が禁止されていま
す。火災などの際、消防隊が消火栓
・防火水槽を有効に活用できるよう
ご協力をお願いします。 
問清瀬消防署☎042-491-0119

福祉法律専門相談
　相続、遺言、権利侵害、その他ト
ラブルなど、法律的な問題について
弁護士が無料で相談に応じます。
日4月22日㈬午前10時～正午 場コミ
ュニティプラザひまわり 申 問権利
擁護センターあいねっと☎042-
495-5573へ

就学・転学・通室相談
　市では、特別支援学級（自閉症・
情緒障害学級及び知的障害学級）を
清小・七小・清中に設置しています。
また、おもに社会性やコミュニケー
ションなどに困り感を持っている児
童・生徒への指導を目的とした特別
支援教室（小学校「きらり」、中学校
「サポートルーム」）を各学校に設置
しています。特別支援学級への就学
・転学についてのご相談は、就学相
談員までお問い合わせください。
　特別支援教室への通室についての
ご相談は、各学校へお問い合わせく
ださい。 問指導課教育支援係就学
相談員☎042-497-2552（平日午前9
時から午後4時まで）
◆教育相談
　心身の発達に関わる相談は、0～
18歳の市内在住の子どもとその保
護者を対象に受け付けています。
 問指導課教育支援係教育相談室☎
04 2 - 4 9 3 -
4122（ 火～
土曜日午前
9時 から午
後5時まで）

　消費税率の引き上げに伴う消費
活性化策として、「マイナポイン
ト事業」が9月から実施されます。
申込みをしたキャッシュレス決済
（一部の電子マネー、交通系ICカ
ードなど）での買い物やチャージ
によって、1人あたり最大で
5,000円分のマイナポイントが付
与されます。
　サービスを利用するには、『マ
イナンバーカード』と『マイナポ
イントの予約』が必要です。マイ
ナポイントの予約は、お手持ちの
スマートフォンを使い、自身で行
えます（利用可能端末や手順は、
マイナポイントの詳細などは市ホ
ームページからご確認ください。
右記二次元コード参照）。
　また、必要な機器をお持ちでな
い方や手順がわからない方のため
に、市で「マイナポイント支援コ
ーナー」を設置します。利用した

い方ご本人が来庁され、お気軽に
市民課窓口へお声がけください。
【利用時間】月～土曜日（祝日を除
く）午前8時30分～午後5時
【設置場所】市役所本庁舎1階ロビ
ー入口左 
問国のマイナンバーカード総合ダ
イヤル☎0120-95-0178、支援コ
ーナー（市民課）☎042-497-2037、
マイナンバー制度（情報政策課情
報推進係）☎042-497-1845
※マイナポイントの予約には、マ
イナンバーカードを受け取る際に
設定した数字4桁の暗証番号が必
要です。
※マイナポイント予約は8月末ま
での予定です。なお、マイナンバ
ーカードは申込みからお渡しまで
1か月程度かかります。

４月２０日からマイナポイント支援コーナーを設置します

ＡＴＭ

入口

マイナポイント
支援コーナー

市役所本庁舎1階

詳細は
こちら

統計係
案内図

マイナポイントの
詳細はこちら（市
ホームページ）

【事業延期等のお知らせ】
　市報4月1日号に掲載した、地
域包括支援センターに関する事業
（「はつらつ貯筋クラブ」「脳トレ
元気塾」「認知症家族会ゆりの会」
「ふまねっと運動」）は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のた
め、すべて延期といたします。開
催時は改めて市報やホームページ
等でお知らせいたします。
 問地域包括ケア推進課地域包括
支援センター☎042-497-2082

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。
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名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 13日㈬・20日㈬・27日㈬
午後1時～４時30分(いずれも30分×7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

秘書広報課広報広聴
係
☎0４2-４97-1808

対市内在住・在勤・
在学の方
※４月15日 午 前8時
30分から受け付け。

※1：5月の人権身の
上相談は、午前とな
ります。

※2：土地家屋調査
士相談・不動産取引
相談は、第1週が祝
日のため第2週の実
施となります。

人権身の上相談 13日㈬午前9時30分～11時30分（４0
分×3枠）※1

土地家屋調査士相談
（境界・測量・登記）

1４日㈭※2
午後1時～3時（いずれも30分×４枠）

不動産取引相談

年金・労働相談 13日㈬
午前9時30分～11時30分（４0分×3枠）

司法書士相談
（登記・相続・遺言）

13日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 20日㈬
午前9時30分～11時30分

（いずれも30分×４枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等の手続）
行政相談 20日㈬午後1時～3時（30分×４枠）

交通事故相談 27日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯相談（犯罪被
害者支援なども含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防犯係
☎0４2-４97-18４8

直電母子・父子・女性相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎0４2-４92-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎0４2-４95-7701

予電教育相談 毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

教
育
相
談

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎0４2-４93-3526（☎
0４2-４93-４122）
※電話予約は午前9
時から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
7日㈭・8日㈮・19日㈫・21日㈭・22日
㈮
午前10時～午後４時

男女共同参画センター（アイ
レック）
☎0４2-４95-7002
※電話予約は平日午前8時
30分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 21日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 13日㈬・1４日㈭・20日㈬・28日㈭午
前10時～午後４時

法律相談 12日㈫・26日㈫午後2時～４時

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後４時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎0４2-４95-6212

直清瀬・ハローワーク
就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（４階） 

清瀬・ハローワーク
就職情報室
☎0４2-４9４-8609

月の5 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：花の百名山30冊セット、続日本百名山80冊セット　★ゆずってください：今回はありません。
 申 問4月15日午前9時から消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

注射料金は病院ごとに異なります。
【注射済み票交付可能動物病院】清
瀬獣医科病院、かざま動物病院、田
中動物病院、くるめ動物病院、どん
ぐり動物病院、山村獣医科、本橋動
物病院、久米川みどり動物病院
※上記動物病院以外で注射を受けた
場合は、狂犬病予防注射の接種証明
書を受け取り、下記窓口へ提示して
注射済み票の交付を受けてください
（済票交付手数料550円）。 問水と緑
の環境課環境衛生係☎042-497-
2099

統計きよせ　令和元年版
　「統計きよせ令和元年版」を刊行し
ました。市ホームペ
ージでも公開してい
ます。【販売場所】文
書法制課統計係窓口
【価格】500円 問文書
法制課統計係☎042-
497-2032

2020年工業統計調査にご協力を
　5月上旬から、調査員証を携帯し
た調査員が、活動状況の確認及び調
査書類の配布に伺いますので、調査
へのご協力をお願いします。
　回答は、6月30日㈫までにオンラ
インまたは郵送でお願いします。

病院へ行く？ 救急車を呼ぶ？ 
 迷ったら「＃7119」

　急な病気やけがをした場合に、「今
すぐ病院に行った方がいいのかな？」
「救急車を呼んだ方がいいのかな？」
と迷った際の相談窓口として、東京
消防庁救急相談センターを開設して
います。
　同センターでは、救急相談医療チ
ーム（医師、看護師、救急隊経験者
などの職員）が、24時間・年中無休
で対応しています。電話番号は、「＃
7119」です。携帯電話・PHS・プッ
シュ回線から利用できます。 問清
瀬消防署☎042-491-0119

狂犬病予防 
集合注射延期について

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、狂犬病予防集合注射を
延期します。会場や実施時期につい
ては決定後に、市報・市ホームペー
ジ（二次元コード参照）でお知らせ
しますので、ご確認ください。5～
6月に実施予定ですが、
事態の収束が見られな
い場合は再延期となる
予定です。
　以下の動物病院では、注射済み票
の交付も同時に受けられます。なお、

 申 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076
事業名・対象・内容など 日時 場所 申込み

1．食生活相談
　生活習慣病予防の食事や、高齢期の食事の相
談を行います。毎日の食事に不安がある方、お
気軽にご相談ください。対市内在住の18歳以上
の方とその家族

5月18日 ㈪ 午 前10
時～正午

健 康セン
ター

直接窓口
または電
話で申込
み

　 4月1日付人事異動

◆市管理職（　）は前職
▶総務部長（市民生活部長）瀬谷真
▶市民生活部長（総務部職員課長）髙見澤進吾
▶健康福祉部包括ケア・健康推進担当部長（健康福祉部健康推進担当部
　長健康推進課長事務取扱）矢ヶ﨑直美
▶都市整備部長（企画部企画課長）南澤志公
▶会計管理者・会計課長事務取扱（都市整備部長）佐々木秀貴
▶教育部長・郷土博物館長事務取扱（子ども家庭部子ども家庭支援セン
　ター長）渡辺研二
▶教育部参事指導課長事務取扱（東京都教育委員会）中山兼一
▶企画部企画課長（企画部財政課長）戸野慎吾
▶企画部財政課長（企画部財政課副参事）小林真吾
▶企画部男女共同参画センター長（教育部生涯学習スポーツ課長）原口
　和之
▶総務部職員課長（健康福祉部高齢支援課長）西川直宏
▶市民生活部市民課長（会計課会計係長）諏訪宏之
▶市民生活部課税課長（総務部職員課付課長補佐東京たま広域資源循環
　組合自治法派遣）富田和孝
▶市民生活部保険年金課長（市民生活部保険年金課主査）田中秀明
▶健康福祉部生活福祉課長（市民生活部課税課長）新井正義
▶健康福祉部高齢支援課長（教育部指導課教職員係長）藤村和志
▶子ども家庭部児童センター長（市民生活部市民課長）佐藤徹
▶子ども家庭部子ども家庭支援センター長（市民生活部保険年金課長）
　北平宜之
▶教育部教育総務課副参事（教育部教育総務課主査）宮本央子
▶教育部指導課コミハウス･教育指導担当課長（教育部教育総務課副参
　事兼指導課副参事）山本晋也
▶教育部生涯学習スポーツ課長（都市整備部まちづくり課長）綾乃扶子
▶総務部文書法制課長〔再任用〕（総務部長）松村光雄
▶健康福祉部健康推進課長〔再任用〕（教育部長）石川智裕
▶都市整備部まちづくり課長〔再任用〕（会計管理者・会計課長事務取扱）
　黒田和雄
▶選挙管理委員会事務局長〔再任用〕（選挙管理委員会事務局長）髙橋仁
◆小・中学校の校長・副校長（　）は前職
▶第三小校長（杉並区立高井戸第四小副校長）水野恵美子
▶第六小校長（清瀬市立清明小校長　特命担当）菊地俊一
▶第十小校長（清瀬市立第三小校長）大谷憲司
▶第二中校長（北区立堀船中校長）牧口弘一
▶第七小副校長（練馬区立石神井東小副校長）山倉尚
▶第八小副校長（清瀬市教育委員会指導主事）西山智
▶清瀬中副校長（東村山市立東村山第六中副校長）中里勝司

◆市（新庁舎建設事業）へ
　ニッセイロールペーパー株式会社
代 表 取 締 役   日 野 徳 久 様
（10,000,000円）
◆市（緑地保全基金）へ
　株式会社デジタル・エキスプレス
様（300,000円）、ひまわりボランテ
ィア一同様（2,449円）
　ありがとうございました。

 問文書法制課統計係☎042-497-
2032

東村山税務署 
確定申告会場の延長について
　令和元年分の所得税の確定申告に
ついて、申告・納付期限が4月16日
㈭まで延長されました。
 【開設期間】4月16日㈭までの平日午
前9時～午後5時（受け付けは午前8
時30分～午後4時） 場東村山税務署
（東村山市本町一丁目） 問東村山税務
署☎042-394-6811
※市役所での確定申告の作成相談・
提出はできません。
※期限間際は混雑が予想されます。

【中止】市民講座「夏山を彩る生
きものたち～立科の自然」

　5月10日㈰開催予定でご案内して
いた市民講座「夏山を彩る生きもの
たち～立科の自然」は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響により、

中止します。ご理解いただきますよ
うお願いします。 問生涯学習スポ
ーツ課生涯学習係☎042-495-7001
【中止】上清戸平心講のお神輿
　毎年4月29日に行っている、上清
戸平心講のお神輿は、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響で中止とな
りました。

　市からのお知らせや、防災情報
は、市公式ホームページの他、ツ
イッター、フェイスブックでも発信
しています。ぜひご利用ください。
 問秘書広報課広報広聴係☎042-

497-1808

清瀬市公式ＳＮＳをご利用ください
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①清瀬リコーダーフェスティバル
　Vol.5　
　リコーダーと歌、チェンバロ、ヴ
ィオラ・ダ・ガンバとのアンサンブ
ルをお楽しみください。日6月14日㈰
午後3時～（開場は午後２時） 費一般
２,500円、友の会２,000円、ペア4,000
円、シルバー（65歳以上、要証明）
1,500円、高校生500円、障がい者割
引1,500円、中学生以下無料（全席自
由、予約制）【出演】松浦孝成（リコー
ダー）、脇田美佳（チェンバロ）、譜久
島譲（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、小林
木綿（ソプラノ）
②講座おけいこアロマ「薔薇のお茶
　会」
　贅沢な薔薇の香りで、優雅なひと
時を。ローズオイルを作ります。先
着1２人。日5月13日㈬午後２時～3時
30分 費２,000円 講西脇直子氏
③講座「写経教室4月~6月」
　般若心経をとおして「写経体」とい
う字体を学びます。各曜日先着18人。
日月曜教室＝5月11日・２5日、6月２２
日、木曜教室＝4月16日、5月14日、
6月11日いずれも午前10時～正午 
費全3回3,000円（用紙代別） 持大筆、
小筆、すずり、墨汁、下敷き、文鎮、
半紙 講横田游心氏
④講座「ベビーオイルマッサージ教
　室」
　赤ちゃんへのオイルマッサージ。 
対２か月～ひとりでお座りできるころ
までの赤ちゃん、先
着10人 日5月8日 ㈮
午前10時30分～正
午 費1,500円（ 清 瀬
市子育て・キラリ・
ク ー ポ ン 券 利 用
可） 持タオル、バス

タオル、子どもの飲み物、お持ちで
あれば授乳用ケープ 講小宮しのぶ氏
申 問④は4月17日から直接窓口また
は電話で清瀬けやきホール☎04２-
493-4011へ

【主催公演延期のお知らせ】
　市報3月1日号でご案内し
ておりました「清瀬リコー
ダーフェスティバルVol.5」
を、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、6月
14日㈰に延期することに
しました。ご理解いただき
ますようお願いします。

【主催公演中止のお知らせ】
　4月２２日㈬の歌声サロンは中止にな
りました。

「囲碁クラブ」メンバー募集中！ 新し
い仲間を作りましょう！
　囲碁セット完備。駐車場70台完備。
全席テーブル・椅子席で行います。
年２回、囲碁大会の会場に
なります。日毎週水曜日午
後1時～5時
 費２00円
 申 問電話でコミュニティ
プラザひまわり☎04２-
495-5100へ

◆「友遊」活動中止
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、5月10日㈰まで活動を休止
します。なお、再開に付いては、状
況に応じた対応を行いますので、5月
11日㈪以降、直接窓口または電話で
下記にお問い合わせください。。  
問友遊（NPO法人情報労連東京福祉セ
ンター）☎04２-497-8500へ

の催し物
清瀬けやきホール

の催し物
コミュニティプラザひまわり

令和２年4月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,024人 （18人増）　女　38,639人 （41人増）　計　74,663人 （59人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,852世帯（104世帯増）　※人口は、外国人住民（1,322人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

◆全編生解説プラネタリウム「ノ
　チウ　―アイヌ民族の星座をた
　ずねて―」
　北海道や東北地方に暮らしてき
たアイヌ民族には独自の星座・星
名が伝わって
います。アイ
ヌ語で星は
「ノチウ」。ノ
チウのお話を
たずねて北の
空へ向かいま
しょう。
 対どなたで

多摩六都科学館の催し物

も（小学２年生以下は保護者同
伴）。先着２34人 日5月31日㈰ま
で。土・日曜日と5月13日㈬・２0
日㈬は午後1時10分～・午後3時
50分～、平日は午後3時50分～
 費観覧券付き入場券おとな1,040
円、4歳～高校生4２0円（当日開館
時よりインフォメーションにて観
覧券を販売）
 問多摩六都科学館☎04２-469-
6100
※5月6日㈬まで臨時休館です。
※変更・中止の可能性があります。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

①博物館事業スタンプラリー
　4月1日から郷土博物館では博物館事業スタンプラリーを実施します。
下記スタンプラリー対象事業にご参加いただくと、1回につき1スタン
プを差し上げます。集めた数によって景品と引き換えることができます。

【対象事業】4月1日～令和3年3月31日までに開催される「歴史講座」「テ
ーマ展示関連講座」「ミュージアム・シアター」「文化財散歩」（合計２0回
予定）【スタンプカード配布場所】郷土博物館受付（スタンプカードを無
くした場合は、それまで集めていたスタンプは無効。スタンプカードの
合算可。1度景品と交換した場合でも、再び最初から始められます）

【景品引き換え期限】令和3年4月30日㈮
※スタンプラリー対象事業は、市報（ひいらぎちゃんのイラ
ストが目印、右参照）やホームページで「スタンプラリー対象
事業」であることを明記していますので、ご参照ください。

②第22回テーマ展示「清瀬ゆかりの絵本作家」 
　日本の今日的なスタイルの絵本は、1960年代から70年代にかけて最
も発展し、今も読み継がれる優れた表現力を持つ作品が多数生み出され
ました。そのような絵本の発展期より、清瀬にゆかりのある絵本作家3
人（熊谷元一、ましませつこ、横内襄）を取り上げ、作品を紹介します。
 日8月10日㈪までの午前9時～午後5時（月曜日休館。月曜日が祝日の場
合は開館、翌日休館）場郷土博
物館
直 問いずれも郷土博物館☎04２-
493-8585

郷土博物館からのお知らせ

ひいらぎちゃん

「清瀬管弦楽団　春のコンサートinころぽっくる2020」開催中止のお
知らせ
　毎年4月下旬ごろに開催している「清瀬管弦楽団　春のコンサートinこ
ろぽっくる」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今年
度は中止させていただきます。ご理解いただきますようお願いします。 
問児童センター児童青少年係☎04２-495-7700

児童センターからのお知らせ

水道工事の延長に伴う「きよバス」迂回の延長
　右記区間について、水道工事に
伴い「きよバス」の迂回運行をし
ておりましたが、工事延長のため
迂回運行も延長します。大変ご迷
惑をおかけしますが、ご理解ご協
力をよろしくお願いします。

【迂回期間】6月3日㈬まで（予定。
天候などの事業により前後する場
合があります）

【休止となる停留所】中里一丁目
【臨時移設となる停留所】第四中
学校東 問道路交通課交通安全係
☎04２-497-２096

清
瀬
第
四
中
学
校

芝山小学校

「第四中学校東」
臨時移設箇所

工事箇所
「きよバス」迂回路

　身近なイベントや街角の話題、各種大会で
優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

桜やカタクリは今年も見事に咲きました

　清瀬の春の風物詩である「きよせさくらまつり」「カタクリまつり」
は、今年は残念ながら開催できませんでしたが、柳瀬川沿いの桜や中
里緑地保全地域などのカタクリは、見事に咲き誇りました。
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